新型コロナ禍の緊急事態宣言
等の発令に伴う時短営業や外出
自粛要請によって、全ての業界
で大きな経済打撃を受けていま
す。政府は国民への支援策とし
て持続化給付金、雇用調整助成
金、家賃支援給付金などで庶民
の暮らしを支えてきました。今
回の群会議の話題では、申請期
限（５月 日迄）が迫る一時支
援金と足立区の小規模事業者支
援制度を注目します。
30

60

日 支部財政集約日（～ 時）

６月４日 支部執行委員会

この補助金は新型コロナの対
策として始めた新たな取り組み
や感染予防で必要となった取り
組みを行った場合に補助するも
のです。補助金額は支出した経
費の ％、最大で 万円。申請
基準も明瞭で、事業収入のある
小規模事業者（従業員 人以下）
であることが条件となっていま
す。事業を営んでいる多くの組
合員さんが対象になっています
ので、是非ともご利用下さい。

20

５月

17

日 支部財政集約日（～ 時）

20

一段階の手間とは、申請者が
「ちゃんと事業・商売を行って
いるか」「一時支援金の内容を
理解しているか」を第三者にチェッ
ク（事前確認）してもらうこと
が増えました。その第三者とは、
町の金融機関をはじめ税理士や
行政書士、公認会計士などとな
りますが、その事前確認にあたっ
ては、この事業の事前登録機関
となって いる第三者である必要
があります。足立区内には１６
０以上の事前登録機関がありま
す。一時支援金のホームページ
より事前登録機関を検索したう
えで申請を進めましょう。

20

５月

19

①ＰＣ：テレワークやＷＥＢ会
議で使用するため
②マスク・消毒液：従業員や顧
客への感染防止のため
③飛沫防止パーテーション：店
舗への来客者や従業員の安全確
保のため
④空気清浄機：室内換気のため
⑤電動自転車、バイク：新たに
始める宅配サービスで利用する
ため

1

20

80

短営業又は外出自粛等の影響を
受けていること
＊申請後の審査によって不支給
の場合もあります。

給付金額の計算式は（２０１
９年又は２０２０年の対象期間
の合計売上
２０２１年の対
象月の売上 ３ヵ月）
中小法人は最大で 万円、個人
事業主は最大で 万円が給付さ
れます。
×

申請方法は、持続化給付金な
どと同様にインターネット申請
のみとなります。申請の難易度
は、持続化給付金の不正受給な
どの影響を受け、第三者の事前
確認が必要となっています。そ
のため、一段階手間が増えてい
ます。その手
間さえクリア
できれば、申
請方法そのも
のは決して難
しいものでは
ありません。

−

50

31

１月に発令された緊急事態宣
言に伴う飲食店の時短営業や、
不要不急の外出の自粛によって
売上が ％以上減少した中小法
人・個人事業者に給付されます。
２つのポイントをクリアしてい
ることが条件となります。
ポイント①
２０１９年又は２０２０年比
で、２０２１年１月、２月、３
月いずれかの同月で売上が ％
以上減少
ポイント②
緊急事態宣言に伴う飲食店時
50

今月の講習会募集

2021年5月

群会議の話題版

東京土建一般労働組合 足立支部
申込・問合せ先
電話03-5845-5011

【組合員向け案内】

職業訓練法人東京土建技術研修センター主催。申込は所属の支部事務所へ、受講申請書・受講料・認印・顔写真1枚(30×25㎜・パソコン講習は不要)を持参します。
※締切は２週間前（締切後は不可）。 ※遅刻厳禁。また技術研修センターには駐車場がありませんので、車での出席はお控え下さい。 ※雇用保険助成金は申込前に支
部へご相談ください。
講習番号と講習名

2
作
業
主
任
者

職
長

3

型枠支保工
の組立て等

ｺﾝｸﾘｰﾄ造
の工作物の解体等

７/ ６～７（火水）

8

有機溶剤

14

職長・安全衛生
責任者教育
職長・安全衛生責任者

能力向上教育

足場作業主任者
能力向上教育

43

足場特別教育

49

フルハ－ネス

18

酸欠・硫化水素

57

巻上げ機

特別教育
特別教育

チェーンソー補講
<５H>
石綿特別教育
自由研削砥石

22

丸のこ

23

熱中症

24

丸のこ・熱中症

25

電動工具安全取扱

56

石綿・電動工具

セットコース
セットコース
セットコース

27 ガス溶接技能講習
28 アーク溶接特別教育
ガス＋ア－ク溶接
78
セットコ－ス
外
部

13-2

高所作業車
車両系建設機械

(整地等)技能講習

26 小型車両系
51
52
31
55
32
33
36

建設機械
特別教育
（3t未満）

整地等用
解体用
整地等＋解体
ｾｯﾄ

二級建築士

第二種電気工事士
受験準備 技能講座

つり足場、または高さ5m以上の構造の足場の組立・
解体・変更の作業

経験

経験

11,500円 ３年以上 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊

技術研修センター（池袋）

７/２０～２１（火水）

有機溶剤指定物質のほか、塗料・ｼﾝﾅｰに含有のｴﾁﾙﾍﾞﾝ

11,500円 18歳以上 ｾﾞﾝや塗料剥離剤のｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ等を扱う作業

技術研修センター(池袋)

②６/１９～２０（土日）

①技術研修センタ－（池袋）

②府中国立支部会館

常時現場で直接指揮監督する「職長」と、元請との間で仕
③６/２６～２７（土日） 14,500円 20歳以
上が相応 事の連絡・調整する「安全衛生責任者」となる方への教育。
③板橋支部会館

７/３０(金)
６/２９（火）
技術研修センター（池袋）

① ６/１０（木） ② ７/１（木）

② ８/６（金）
技術研修センター（池袋）

③ ６/２０（日）
③杉並支部会館

①②技術研修センター

７/２７（火）

技術研修センター

① ６/１５（火）午後
技術研修センター（池袋）

① ６/１６（水）
技術研修センター（池袋）

② ９/７（火）午後
② ９/８（水）
技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
② ９/９（木）午後
技術研修センター（池袋）

① ６/１７（木）

② ９/９（木）

① ６/１５（火）～６/１７(木)

足場組立て・解体・変更の作業に必要。脚立足場・可搬式
作業台の連結・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等も足場扱いになります

8,000円 18歳以上

高さが２ｍ以上の箇所において作業床を設けることが困難
な場合は、フルハ－ネス型を用いて行う作業に必要

2020年の法改正により、改正前の特別教育修了者は補講

8，000円 18歳以上 を受講しないと業務に就けません

石綿が使用されている建築物等の解体・リフォームの作業

技術研修センター（池袋）

② ９/９（木）

技術研修センター（池袋）

7,500円 18歳以上

14,000円 低圧電気特別教育修了者（※修了証添付）
安衛則36条第8号でﾁｪｰﾝｿ-に関する知識、振動障
害及びその予防を含む特別教育、または36条第8の
2(技術センターでの講習)の修了証ｺﾋﾟ-添付

技術研修センター（池袋）
① ６/１７（木）午後
技術研修センター（池袋）

① ６/１６（水）～６/１７(木)

作業主任者講習修了者はおおむね５年
毎に受講が望ましいとされています

暗渠・槽・ピット等、酸素欠乏症や硫化水素中毒のおそれ

① ６/１７（木）

技術研修センター（池袋）

国の新たな指針が示され、おおむね５年
毎に受講が望ましいとされています

8,000円 18歳以上 のある場所での作業に必要

技術研修センター（池袋）
６/ ３～４(木金) ２日間
技術研修センター(池袋)

６/２３（水）

リスクアセスメント教育も実施します

職長・安全衛生責任者教育
(RA含)修了者 ※修了証添付

8,500円 足場作業主任修了者
※修了証添付

技術研修センタ－（池袋）

① ７/１３（火）

しい

8,500円

技術研修センター（池袋）

4,500円 18歳以上 に従事する労働者は、作業前に受講が必要

8,000円 18歳以上 グラインダ（自由研削砥石）運転、砥石取替作業に必要
丸のこは使用頻度が高く、事故も多発し重症となる例も多

5,000円 18歳以上 いため、正しい知識を基本から学びます

熱中症は建設現場で多く発生しており、早めの対策が必要
なことから、予防教育を行ないます

3,500円

多くの組合員に必要とされる「丸のこ」「熱中症」の２つの特

技術研修センター（池袋）

② ９/８（水）～９/９(木)
技術研修センター（池袋）

② ９/７（火）～９/９(木)

8,000円 18歳以上 別教育を同時に取得できる、セット割引コース

「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育３つセットの

14,500円 18歳以上 割引コース

「石綿」「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育４つ

技術研修センター（池袋）
技術研修センター（池袋）
７/２９～３０（木金）城東職業能力開発センター(足立区綾瀬)
７/２６～２８（月火水）城東職業能力開発センター（足立区綾瀬）

17,500円 18歳以上 セット割引コース。改修工事は石綿も必要となります
16,500円 18歳以上 可燃性ガスを使用する溶接・溶断の作業に必要
19,500円 18歳以上 アーク溶接作業は作業前に受講が必要

７/２６～３０（月火水木金）城東職業能力開発センター（足立区綾瀬）

お問合せ 18歳以上 新しいセットコ－ス

６/２１～２２（月火）※タダノ主催、写真当日持参 タダノ教習センター（江東区）

41,800円 14Hｺｰｽ：自動車免許（普・中・大）所持者
39,800円 12Hｺｰｽ：小型移動式クレーン運転技能講習修了者

５/２８～２９（金土)西多摩支部会館（青梅線小作駅近く）特別教育修了証コピ－添付

７/２～３（金土）
西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

７/４（日）西多摩支部会館
７/２～４（金土日）西多摩支部会館
７/１１（日）～９/９（木）技術研修センター（池袋）

小型車両系特別教育修了者かつ経験3ヶ月か 整地・運搬・積込・掘削用
機械の運転
つ自動車運転免許証所持者（※コピー添付）
小型整地・運搬・積込・掘削用※特別教育修了後の実務経
18歳以上
15,500円
験で技能講習（3t以上）が2～3日に短縮受講可
10,500円 小型車両系（整地用）特別教育修了者 ※修了証添付

38,000円

お問合せ 18歳以上 整地等用と解体用を同時に取得できる、セット割引コース

木曜及び水曜(7/15、21､29､8/5､19､26、9/2､9)夜６時半～９時10分（8/12除く）と日曜９時～
（8/8､15除く）
一級建築士
７/２５（日）～１０/３（日）技術研修センター（池袋）
日曜９時３０分～１７時３０分（8/8､15除く）9回
受験準備 製図講座
６/２４
（木）～１０/１７（日）技術研修センター（池袋）
一次検定 二次
２級建築
木曜及び水曜(6/24､7/1､8､15､21､29、8/19､26､9/2､9､16)夜６時半～と日曜昼8回（6/27、
検定
施工管理
7/11、25、8/29、9/12、26、10/10、17)予定
二次のみ

容

11,500円 ３年以上 高さ5m以上の鉄骨の組立て・解体の作業

受験準備 製図講座

技士

18歳以降の

11,500円 経験３年以上

内

経験

技術研修センター（池袋）

① ６/１～２（火水）

受講資格／対象

11,500円 ３年以上 ｺﾝｸﾘ打設に用いる型枠支保工の組立て・解体作業

足立支部会館

5

特 81
別
教 16
育
な
ど 21

2
%

６/１２～１３(土日）
７/ １～２（木金）

(リスクアセスメント含む)

受講料

※2015年7月以降の経験は特別教育修了証の
添付が必要です

技術研修センター（池袋）

建築物等の鉄骨
の組立て等

15

受
験
準
備

７/８～９（木金）

4

17

溶
接

足場
の組立て等

日 程 （開始９時～または８時30分～）

9月の製図試験にむけた講座。対象は受験申請を済ませた方、または

85,000円 来年受験に向けて勉強する方

10月の製図試験にむけた講座。対象は受験申請を済ませた方、また

85,000円 は来年受験に向けて勉強する方

95,000円 11月に第一次検定・第二次検定の両方の試験があり、それに向けた
受験準備講座です（お盆はお休みです）

35,000円

日曜午後１時～ 5回（7/25・29・9/12・10/10・10/17）

６/１３～７/１１ 日曜５回 技術研修センター（池袋）

45,000円 １２月の技能試験に向けた講座及び下期技能試験を受験する方

９時～１７時

MOSワードアソシエント講座 ８月３日（火）５日（木）１０日（火）１７日（火）１９日（木）の５日間 ᵬᵣᵵ
午前９時３０分～午後３時３０分

MOSエクセルアソシエント講座 ８月２６日（木）３１日（火）９月２日（木）７日（火）９日（木）の５日間 ᵬᵣᵵ
午前９時３０分～午後３時３０分

40,000円 15歳以上 使用ソフトは、マイクロソフトオフィス２０１９です。基本から学
40,000円 15歳以上

習しますので初心者でも参加できます。ワード・エクセルを
理解し受験までに自己学習できるレベルを目指します。

①電工／㈱悠電／戸張貴大（さ
くら）／正規２人／経験者・見
習・資格・普免／電気工事士免
許／０９０‐５５２３‐０２０
３
②リフォーム／㈱富張興業／富
張勉（平野）／正規１人／経験
者・見習・普免／ ～ 歳まで
／０９０‐９３６５‐９６７４
③解体工／棟真㈱／吉田在信
（西新井）／正規３人以上・短
期２人／経験者・見習・普免／
０３‐５８０９‐５８９３
④とび／㈱齊建／齊藤健一（江
扇）／正規３人以上／経験者・
不問／０３‐３８５６‐９８０
５
⑤とび・洗浄工・土木工事／㈱
奈良興業／奈良隆史（青井足立）
／正規３人以上／経験者・資格・
普免／０８０‐４４３０‐９１
７４
⑥鳶・土工・空調設備工事等／
㈲山本工業／工藤忠彦（さくら）
／正規２～３人／経験・見習・
資格・普免・不問／０３‐３８
８４‐１６６５
⑦一般土木・外構工事／㈲ＨＩ
ＲＡＴＡ工営／平田孝男（花畑）
／正規２人／普免・経験者優遇
／０３‐５６８６‐４１７５
⑧鳶・足場の施工／㈱ＷＨＩＴ
ＥＳＴＯＮＥ／白石泰崇（興本
扇）／正規３人以上／不問／経
験者優遇／０３‐６３１３‐８
７４５
⑨キッチン・ユニットバス取付
／セブンズ／佐藤博美（さくら）
／正規１人／普免／０９０‐３
４７５‐６５２９

支部へお越しいただいた際に
顔認証体温計を使って体温測定
をお願いします。発熱があると
認識された場合、コロナ感染防
止の観点から再来をお願いして
おります。

25
40

2

